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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「八尾ロータリー讃歌」

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事の時間」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　話　「会員増強クラブフォーラム」　

　　　クラブ会員増強委員会　児林秀一委員長

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

10/3　「米山月間に因んで」

　　　米山委員会　坂本憲治副委員長

　　　米山奨学生　マクドナルド　ミカエラ　マリ様

10/10　アント・キャピタル・パートナーズ㈱

　　　経理管理室事業継承サポート担当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀谷裕一様

　先程、例会開始前に別室で、山本ガバナーと懇談させ

ていただきました。いろんなお話をいただきましたが、ガ

バナーからは「ぜひロータリー賞をめざしてほしい」とのこ

とでした。皆さんのご協力もいただいて、挑戦してみたい

と思います。

　また24日には、ガバナー杯の野球大会が開幕します。

今回は当クラブがホストで開催いたします。山本球場で

開会式を行い、ガバナーには始球式をお願いいたします。

　近くですので野球部以外の方もぜひ、ご参加ください。

ちなみに八尾チームは、午後にくずはRCと対戦予定で

す。応援に足を運んでいただければ、うれしく思います。

▼15日に金光八尾の文化祭が開かれ、稲田副会長と吉

田・大槻・田中会員に参加いただきました。

▼15日、地区の青少年奉仕合同会議に大槻・田中会員

が出席されました。

▼22日から、秋のRYLAセミナーが関西大学で開催され

ます。山本会長をはじめ多数の会員が参加予定です。

▼本日、地区大会の登録申込書をお配りしています。出
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欠を記入の上、ご提出ください。

▼本日例会後、ガバナーと記念撮影を行います。

▼岡村良弘・地区幹事（大阪南ＲＣ）

　12月7、8日に今年度の地区

大会が開催されます。パンフレッ

トをお配りしておりますが、記念

講演には国谷裕子様をお迎えし

ます。

　また、講演後には素敵な賞品が当たる抽選会も予定し

ておりますので、ぜひ最後までお楽しみください。

　皆様のお越しを、心よりお待ちしております。

▼指名委員会・山本　昌市　委員長

　クラブ細則に基づき本日例会後、指名委員会を開催します。

▼インターアクト委員会・吉田　法功　委員長

　15日に金光八尾の文化祭に参加してまいりました。バザー

には皆さんからたくさんのご協力をいただき、ありがとうござい

ました。当日の収益は55,159円で、これは全額、ポリオ撲滅

に寄付していただきます。

▼会員増強委員会・児林　秀一　委員長

　次週の例会で、会員増強クラブフォーラムを１時から２時ま

で開催します。皆さんのご出席をよろしくお願いいたします。

▼地区ロータリー財団委員会・飯田　寛光　委員

　先週、地区のロータリー財団委員会に出席してまいりました。

　今年度の地区財団活動資金は、予算が終了に近づいてき

ました。当地区では今年度も、各クラブから活発な申請が出

ています。また、災害支援に対する地区補助金の申請につ

いて、受付が始まることになりました。１クラブにつき20万円が

上限のめど、ということです。

▼クラブ研修委員会・長竹　浩　副委員長

　次週26日に新会員研修会を商工会議所で開催します。そ

の後、新竹で懇親会も行います。欠席予定の方でも、ご都合

がつきましたらぜひご参加ください。

「ガバナー公式訪問」

▼国際ロータリー 第2660地区 ガバナー

　　　　　　　　　山本　博史　様（大阪南ＲＣ）

１　はじめに

　ロータリーの主役は各クラブで

あり、また一人一人のロータリアン

です。このことに異論はないと思

います。しかし、ロータリー活動が

全世界的なものである以上、各

地区の特性を活かしつつも、皆がロータリーの目的に向かって足

並みをそろえる必要があります。国際ロータリー（以下「RI」）は

ロータリー全体を管理するための組織であり、その管理のために

各地区に派遣されているのがガバナーです。本日はRIの方針や

今RIで議論されていること、そして当地区の方針についてお話さ

せていただきます。

２　本年度のRIのテーマと目標

　本年度バリー・ラシン会長（以下「ラシン会長」と略称）のテーマ

は「BE THE INSPIRATION～インスピレーションになろう～」です。

インスピレーションという言葉は、ひらめき、思いつきといった意味

だけでなく、周りの人々に生気を与える、息吹きを吹き込むという

意味があります。

　ラシン会長は本年6月のトロント国際大会のスピーチで「私達は

手を取り合います。なぜなら協力すれば一人よりもずっと強くなれ

ると知っているからです。私達は行動します。なぜならロータリー

は夢想家ではなく、実行する人の集まりだからです。」と語りまし

た。トロント国際大会でよく見かけた三つの標語「TRANSFORM

…変えていこう」「PEAPLE　OF　ACTION…世界を変える行動

人」「CONNECT…ちからをつなごう」は、このラシン会長のスピー

チのエッセンスです。

　この「インスピレーションになろう」というテーマはラシン会長の独

創ではありません。ロータリーの根幹ともいうべき「ロータリーの目

的」（RI定款第4条、標準ロータリークラブ定款第5条参照）を踏ま

え、RIが2010年に策定したロータリー戦略計画の「ロータリーの

使命」や「中核的価値観(コア･バリュー)」、そしてRI理事会が2017

年7月に策定した「ロータリーのビジョン：私たちロータリアンは、

世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な良い

変化を生むために、人々が手を取り合って行動する世界を目指

しています。」等、これまで積み重ねてきたものの実践を働きかけ

地区大会のご案内

そ の 他 の 報 告

卓　　　話



るものです。

　ラシン会長は、本年度のテーマを実現するため、「クラブのサ

ポートと強化」「人道的奉仕の重点化と増加」「公共イメージと認

知度の向上」という三つの優先項目を具体化する11の目標を打

ち出しました。また、目標として掲げられていませんが、ラシン会

長はトロント国際大会の閉会式のスピーチでローターアクトを重

要視し、その数の倍増を求めました。もっとも、このローターアクト

については、海外と日本とでは、RACのおかれる状況が異なるこ

ともあり、当地区の実情にあったRACのあり方を検討し、提案する

に留めるつもりです。

　RIが今後目指す方向については、①ポリオ撲滅の早期実現、

②会員増強と会員の高齢化ストップ、③ロータリー財団の拡大、

④公共イメージと認知度の向上、⑤ポリオ撲滅後のテーマの模

索と、より強力なパートナーとの協力関係の構築の５項目がキー

ワードとなります。この点については、今後もできるかぎり皆様と

情報を共有化していきたいと思います。

３　2660地区のビジョンと本年度の方針

　最近のＲＩの方向性をふまえ、我々2660地区の歴史、価値観、

組織風土を大切にしながら各クラブが、そして地区が発展してい

くよう、片山ガバナー年度、本年4月に以下の地区ビジョンを策定

し、また2017-18年度から2021-22年度に適用する地区中期５カ

年目標を列挙しています。紙幅の関係上、地区中期５カ年計画

は割愛しますが、重要な目標ですので、地区ウェブサイト等で是

非ご確認ください。

■私たち第2660地区はRIテーマを理解し、地域の特性にあった

活動をすることにより具現化します。

■ロータリーの原点である親睦と職業奉仕を根幹とし、世界及び

地域社会で良い変化を生み出します。

■それぞれが「魅力ある・元気ある・個性ある」クラブになる事を

目指します。

　ラシン会長が掲げるテーマや目標、そして前記2660地区のビ

ジョンを踏まえ、当地区の本年度の方針は以下の10項目です。

①ポリオ撲滅への協力をお願いします。

②ロータリー賞の受賞を目指してください。

③ロータリー財団と米山記念奨学会への協力をお願いします。

④会員基盤を増強してください。

⑤ロータリーのＩＴ化への協力と公共イメージ向上へのチャレンジ

をお願いします。

⑥戦略計画を活用し、クラブの中長期ビジョンを策定してください。

⑦新ＩＭ内の親睦と情報交換を推進してください。

⑧ハンブルク国際大会、地区大会、地区事業への積極的な参加

をお願いします。

⑨ロータリーデーにご参加ください

⑩地区のスリム化、効率化、運営の合理化、財務ルールを徹底

します。

いずれも行動、実践をともなうものであり、皆様の積極的な活動を

期待します。

　最後に、当地区のクラブ運営のあり方ですが、2016年の規定審

議会で運用ルールが大幅に緩和されたことにより、ネットで例会

を行うクラブの名称から「E」という文字が消え、他の一般のクラブ

と同じ位置づけとなりました。世界では、ロータリアンの自宅や

コーヒーショップを例会場とする、ある企業や家族の一員であれ

ば例会に参加できるというクラブも現れています。例会に出席す

るために長時間の移動が必要、あるいは人の活動範囲が広がり、

同時刻に同じ場所に集まることが難しいという人たちもいます。他

方、ジェネレーションギャップとでも言うべき現象も起こっています。

聞くところによると、ある新しいクラブの若い会員が、東京RCの帝

国ホテルでの例会に短パンでメイクアップに来たということです。

この珍事に、大半のロータリアンは常識とTPOの問題だと考える

と思いますが、中には、それもダイバーシティだと言う方もいます。

日本のロータリーの今後の発展を考えると、他人事として済ませ

てしまうのではなく、自分達自身の問題として真剣に考え、我々

の意見をはっきりと述べていく必要があるのではないでしょうか。

　末尾になりましたが、会員皆様の益々のご発展とご健勝をお祈

りし、ガバナースピーチとさせて頂きます。ご静聴ありがとうござい

ました。

▼山本会長　山本博史ガバナー、宮里代表幹事、岡村地区

幹事様ようこそおいで頂きました。本日よろしくお願い致します。

▼稲田副会長　山本ガバナー、宮里代表幹事、岡村地区幹

事、ようこそおいで下さいました。本日よろしくお願い致します。

▼柏木副会長　山本博史ガバナー、公式訪問ありがとうござい

ます。卓話ご指導下さい。宮里代表幹事、岡村幹事ようこそお

いで下さいました。

▼澁谷幹事　山本ガバナー、本日ご指導宜しくお願いします。

▼佐野会員　山本ガバナー、よくお越し下さいました。

▼松本会員　山本ガバナー、宮里地区代表幹事、岡村地区

幹事様、ようこそいらっしゃいました。

▼高井会員　誕生内祝い。

ニ　コ　ニ　コ　箱



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 相馬　康人　　副委員長 ▼ 山本　隆一
委 　員 ▼ 吉本　憲司　　津田　伸一

■ 出席報告

月日

9/5

9/12

9/19

会員数

62

62

62

出席

42

44

45

うち出席規定
適用免除者

15

11

14

メーク
アップ

2

出席率

73.68％

83.02％

80.36％

確定
出席率

77.19％

▼居相会員　天高く馬こゆる秋　健康に気を付けましょう。

▼中西（啓）会員　山本ガバナー、訪問ありがとうございます。

▼池尻会員　山本ガバナー宮里地区代表幹事、岡村様、ガ

バナー公式訪問ご苦労様です。宜しく御願い致します。

▼中川（將）会員　山本博史ガバナー様、宮里様、岡村様、よ

うこそいらっしゃいました。よろしく御指導下さいませ。

▼山本（昌）会員　本日、山本ガバナーご指導よろしくお願い

申し上げます。例会後、指名委員会を開催致します。慎重な

審議よろしくお願　い申し上げます。

▼中川（廣）会員　山本ガバナー、ようこそおいで下さいました。

▼井川会員　山本Ｇ、宮里代表幹事、ようこそおいで下さいま

した。ご指導よろしくお願いします。

▼菅野会員　山本ガバナー、ようこそお越し下さいました。卓

話よろしくお願いします。

▼笠井会員　山本ガバナー、宮里代表幹事、岡村地区幹事、

ようこそお越し下さいました。よろしくお願い致します。

▼川田会員　山本ガバナー、宮里代表幹事、岡村地区幹事よ

うこそお越し下さいました。ご指導よろしくお願いします。

▼田中会員　山本ガバナー、地区でも大変お世話になりあり

がとうございます。本日は、宜しくお願いします。

▼吉本会員　山本ガバナー、ようこそお越し下さいました。ご

指導よろしくお願い致します。

▼濵岡会員　山本博史地区ガバナー様、本日卓話宜しくお願

い致します。

▼長竹会員　野村さん、有難うございました。

▼吉田会員　先日、金光八尾高校文化祭にてバザーの品物

たくさん協力していただき、ありがとうございます。

▼宮川会員　会長・幹事お世話になりました。

▼野村会員　９月２４日（月・祝）いよいよ第30回ガバナー杯争

奪軟式野球大会が当クラブのホストでスタートします。山本ガ

バナー始球式よろしくお願いします。

▼大槻会員　ご夫人誕生日。例会欠席お詫び。

▼福田会員　週末の大波でサーフボードが真二つに折れてし

まいました。

▼幡田会員　山本会長、お世話になりありがとうございました。

▼藤田会員　いつもニコニコありがとうございます。

▼竹中会員　会長・幹事、先日は忙しい中、お時間いただき、

　　　　　　　　　ありがとうございました。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定
月 火 水 木 金 土 日

ガバナー
公式訪問

秋のRYLA
セミナー（～24日）

理事会

ロータリー財団
セミナー

金光八尾
文化祭

基本的教育と
識字率向上月間／
ロータリーの友月間月

月 火 水 木 金 土 日

理事会
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月
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